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バラエティ豊かな授業が魅力
国

国連大学大学院

在学生
ン
イ タビュー

サステイナビリティと平和研究科
Cambodia

Nepal

連大学が昨年 9 月にスタートさせた「大学院サステイナ
ビリティと平和研究科」
（UNU-ISP 大学院）
。

世界各国から 84 名の応募があった中、難関を突破して 5 名

の学生が第一期生として入学しました。まもなく 1 年目の課
程を修了するソチアット・ペンさん（カンボジア出身）とプラ
ディ・タパさん（ネパール出身）に学生生活の様子や印象をう
かがいました。
ソチアット・ペンさん
Mr. Socheat PENH
―― 国連大学大学院に入学するまでの経緯を教えてくだ
さい。
ペ ン：私はカンボジアにある王立プノンペン大学の環境

プラディ・タパさん
Mr. Pradip THAPA

アドバイザー（指導教員）として、
「洪水の防止策」や「雨
水資源化」などをテーマとして研究をしています。事前

学部で学んでいましたが、もともと教育水準の高い日本に

に予習として関連資料や文献を十分読み込んだうえでレク

留学することが夢でした。
その希望を両親に告げたところ、

チャーに臨み、講義後、課題が与えられ、自分の考察を加

最初は驚きながらも、
大いに賛成してくれました。それで、

えたエッセイを提出する。それについて担当教員よりコメ

プノンペン大学を卒業後、立命館大学の大学院国際関係研

ントやフィードバックを受ける（クリティカル・リフレク

究科（修士課程：京都市）に交換留学生として入学しまし

ション）という形で基本的に授業が進行します。課題は毎

た。立命館大学では環境関係や開発政策を中心に 1 年間

週のように与えられています。

勉強しましたが、この分野の研究をさらに続けていきたい

この大学院で特徴的だと思えるのは、教授陣の専門分野

と考え、次のステップとしてふさわしい進路について、イ

や授業内容が多岐にわたっているということ。講義は当然

ンターネットで情報収集をしていたのです。その時に、国

のことながら、リサーチ・セミナーでも多くの教員が担当

連大学が大学院を創立することを知り応募しました。

してくれます。単線的でなく、教授メソッドやテーマに対

タ パ：ネパールの大学を卒業後、韓国の大学へ 1 年間留

するアプローチ方法に多様性があるので、毎回の授業で、

学していましたが、日本の大学で学びたいと考え、大分県

何らかの新しい発見が生まれます。

別府市にある立命館アジア太平洋大学の 2 年次に編入し

タ パ：私は、「人権」や「人間の安全保障」をテーマに研

ました。そこで 3 年間、国際関係学を勉強した後、続い

究しています。指導教員はヴェセリン・ポポフスキー国連

て早稲田大学の大学院アジア太平洋研究科に入りました。

大学シニア・アカデミック・プログラム・オフィサーです。

この大学院に在学中、国連大学が主催する大学院共同講

ソチアットが言ったように、バラエティに富んだ授業内容

座（UNU Joint Graduate Courses）を 3 ヶ月ほど受講した

が、UNU-ISP 大学院の魅力だと思います。従来は研究対象

ことがきっかけとなって、新たにできる国連大学の大学院

も限定的で、特定の問題にフォーカスされがちだったので

に興味を持つようになりました。立命館や早稲田でずっと

すが、国連大学では自分の専攻である人権や安全保障はも

「安全保障」の問題を研究してきましたが、UNU-ISP 大学

ちろんのこと、国際関係学の幅広い分野や、さらに気候変

院でさらに掘り下げた研究をできると思いました。

動・地球変動の様な環境分野もコア・コースとしてターゲッ

―― 大学院ではどういう勉強をしているのですか？また

トにしている。こうしたマルチ・プログラムによって、将

授業はどのように行われていますか？
ペ ン：スリカンタ・ヘーラト国連大学シニア・アカデミッ
ク・プログラム・オフィサー（教授相当）をアカデミック・

来のキャリアの選択肢も広がるだろうと考えています。
さらに、UNU-ISP 大学院では授業時間以外でも、教員の
個別指導がとても丁寧なことが嬉しいですね。授業のとき
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には思い浮かばなかった疑問や質問も、後で聞きにいくと

震災を目の当たりしてこのよう

親切に答えてもらえる。まだ在学生が少ないせいもあるの

な時にどういう対応が必要かと

かもしれませんが。

いうことも勉強になりました。

―― 授業はすべて英語ですね？

タ パ：私はネパールに帰って

ペ ン：そうです。私の母国語はクメール語で、英語は高

いましたが、親戚が電話を掛

校から勉強を始めました。

けてきて、「日本が大変なこと

タ パ：ネパールでは、小学校から英語の授業がありました。

になっている、テレビを見なさ

高校卒業後、母国を離れてから英語が上達したように自分

い」と知らせてくれました。惨

では思います。

事が東北地方で発生したことを

―― 授業のない時間はどのように過ごしていますか？

知り、すぐに仙台にいる友人の安否を確かめようとメール

タ パ：国連大学へは、授業日を中心に週に 3-4 日来てい

を出しましたが、暫くは連絡がとれず、5 日後にやっと無

て、授業以外の時間はリサーチ・ルーム（自習室）で大概、

事であることを確認できました。

課題やレポートの作成に時間を費やしています。最終的に

日本政府の対応の不手際がいろいろ指摘されています

自分の研究テーマに沿って修士論文を書き上げるわけです

が、やることが山ほどある状況では無理もないことではな

が、最近はそのためのプレゼンテーションの準備に追われ

いかと思います。ネパールでこれだけの災害が生じたら、

ています。このプレゼンテーションは、指導教員をはじめ

国中がもっとパニックに陥ったことでしょう。私も日本

とした全教員の前で、自分の 1 年間の研究成果やリサーチ・

人の被災者の礼儀正しく冷静な姿勢には感銘を受けていま

トピックスを提示するのですが、それに対するアドバイス

す。

やフィードバックをもらったうえで、本格的に修士論文の

―― ペンさんは、「Toyota-Sumitomo Chemical

作成にとりかかります。

Scholarship for UNU」という奨学金を受給していますね？

気晴らしとしては、今住んでいる学生寮にテニスコート

ペ ン：とても有難く思っています。トヨタ自動車さんと

があり、無料でプレーできるので、寮の仲間とテニスをし

住友化学さんのサポートがなければ、国連大学で勉学に専

たりしています。また同じ寮に住む友人家族と一緒に食事

念することはできませんでした。心から感謝しています。

をしながら、将来のことやとりとめのないおしゃべりをし

―― 最後に大学院修了後の希望を聞かせてください。

て楽しんでいます。

ペ ン：できれば UNU-ISP 大学院の博士課程へ進みたいと

ペ ン：私も授業以外の時間は、UNU の自習室で課題作成

思っていますが、その前に母国に一旦帰り、社会人として

をしていることが多いですね。国連大学ではいろいろセミ

の経験を 2、3 年積んだうえで改めてトライしたいと考え

ナーやシンポジウムが行われますので、そうした会議にも

ています。

積極的に参加しています。勉強ばかりしているとストレス

タ パ：私もこれまで大学、大学院とずっと勉強を続けて

も溜まるので、リラックスにも努めています。サッカー観

きたので、学んだことを生かして、ネパールで国際機関か

戦をしたり、カンボジア・スチューデント・アソシエーショ

政府系機関で働けたらと思っています。そのうえで、ソチ

ンというカンボジア人の親睦団体の幹事として、外国人も

アットと同じように大学院の博士課程へ進むことを視野に

交えたパーティーを企画したりしています。

入れています。

―― 3 月 11 日の震災のときは？
ペ ン：大学院が春休み中で、一時カンボジアに戻ってい
たのですが、地震の前日に日本に戻ってきました。あのと
きは寮に居ましたが、経験したことのない大地震に遭遇し
大変ショックを受けました。夜

トヨタ自動車株式会社の藤井主査が
UNU-ISP 大学院の授業を見学
去る 4 月 14 日、トヨタ自動車株式会社の藤井郁乃渉外

までずっと余震が続き、いつも

部第 2 渉外主査が国連大学を訪問し、大学院の授業を見学

揺れているような錯覚に陥りま

した後、大学院生たちと和やかに歓談しました。

した。その後、京都の友人のと

トヨタ自動車株式会社は、国

ころに 1 週間ほど滞在してい

連大学協力会（jfUNU）の特

ましたが、その間も国連大学の

別賛助会員として UNU-ISP 大

事務局が、放射能関連や日本政

学院を支援。住友化学株式

府の発信情報を送り続けてくれ

会社とともにその支援金は、

て、東京は安全だということで

Toyota ‒Sumitomo Chemical

戻ってきました。

Scholarship for UNU の名称

被災地を中心として、震災後の日本人の対応が外国から
称えられていましたが、一時的な食料不足になりながら、

で、大学院生 2 名に対する奨
学助成金として活用されています。

ものの値段がほとんど高騰しなかったことには感心しまし

藤井主査は、「豊田章一郎会長（jfUNU 評議員）も皆さ

た。これがカンボジアや他の国であれば、ここぞとばかり

んのことを応援しています。頑張ってください」と留学生

何でもすぐに値上がりしたことでしょう。ともかくもこの

たちを激励しました。
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UNU-ISP 大学院サステイナビリティと平和研究科
奨学助成制度（jfScholarship for UNU）
UNU-ISP 大学院の学生は、大学院修了後、国連機関や
開発援助機関、加盟国政府機関や国際的 NGO など多様か
つ幅広い組織で力を発揮し、未来の地球社会に貢献・活躍
することが期待されています。そんな彼らの志を今、大き
く支えているのが、昨年新たに設けられた jfScholarship
for UNU 奨学助成賛助会員制度です。
これは、国連大学大学院に在籍する学生支援に特化した
賛助会員制度で、ご賛同いただいた企業や団体及び個人の
皆様から頂戴した賛助会費を、jfUNU を通じて大学院生に
対する奨学金として支給させていただいています。これに
よって、学生たちは、生活費等の経済的な負担を心配する
ことなく、勉学や研究活動に専念することが可能となって
いるのです。
特に『特別賛助会員』の方々からは、国連大学大学院の
特定の学生に対し、当該学生の修業期間の間、寄付者の名
前が冠名称として付記された奨学給付金として、継続的な
ご支援をいただいております。

jfScholarship for UNU 奨学助成賛助会員 (2011.7.30 現在 )
● 特別賛助会員
住友化学株式会社／トヨタ自動車株式会社／パナソニッ
ク株式会社
● 賛助会員Ａ
旭硝子株式会社／アメリカンファミリー生命保険会社／
キッコーマン株式会社／株式会社島津製作所／東レ株式
会社／ DOWA ホールディングス株式会社／日本電子株
式会社／株式会社三菱東京 UFJ 銀行／株式会社リコー
● 賛助会員Ｂ
入江

和哉／大久保

徳衛／大竹

美喜／小林

あつし

元子／古郡

雅楽寿

／清水

毅／永井

美智子／藤縄

／細井

義孝／森

茜／結城

葵

（敬称略）

東日本大震災緊急支援募金へのご協力に感謝します
引き続きのご支援をお願いいたします
国連大学協力会（jfUNU）
「東日本大震災緊急支援募金」

for
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に、皆様から温かいご支援を頂戴しておりますが、このほ
ど第 1 回の配分先を決定いたしました。
緊急支援募金には、7 月末日現在で 1,020,898 円が寄せ
られていますが、本法人の助成諮問委員会を開催し、応募
団体の活動内容及び被災状況を勘案のうえ審議した結果、
下記の 2 団体に配分することと決定し、両団体へ寄付を
行いました。
（2 団体の詳細は次ページに掲載）
● 特定非営利活動法人 森は海の恋人 - 50 万円
● 仙台いぐね研究会 - 25 万円

がんばれ東

東日本大震災緊急支援募金にご寄付いただいた方々

北！

都立新宿高校 12 期卒業七夕会／（株）クイックリサーチ
／ 小山
小嶋

悟郎／小野

薫／小林

香奈／小野

多恵子／森

茜／森

武内

和彦／吉川

弘之／黒河内

大竹

美喜／三木

繁光／長谷川

中

弘允／糟谷
鳳舞／中川

／長尾

発子／松本

香／朝比 奈

由直／大久保
豊恵子／佐伯

／福井

健統／松浦

田

徹哉／宮川

知美／

久美／二宮
善一／上田

元子／小野田

／中尾

達男／

馨／小林

優／藤縄

憲一／香宗我部

子／比嘉

真彩／太田

恭子／小川

歩美／
通江／田

マサ子／梅澤
暁／刈谷

求

尚子／永井

美智

徳衛／小池

寛治／上原

順子

哲 也／荒井

眞一／野村

玄哲

晃一郎／松崎

治子／渡辺

喬／宮坂

綱男／郷

琇子／野

通子／小名

愛

（敬称略）

【支援募金のお振込み先】
金融機関名

支店名

口座番号

郵便局

−

振替口座
00180-0-651877

三菱東京 UFJ 銀行 渋谷支店

普通預金

口座名義人名
国連大学協力会
震災緊急支援募金

0290799

詳しくは、本法人のウェブサイトをご覧ください。
http://www.jfunu.jp/
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■ 寄付先 2 団体の概要
団体名

特定非営利活動法人

代表者氏名

畠山

所在地

宮城県気仙沼市唐桑町西舞根

活動内容

環境教育、森づくり、自然環境保全の 3 つ
の事業を柱とし、特に子供を対象とした宿
泊型の環境教育事業「子どもスクール」に
力を入れている。

被災状況

今後の復興計画

森は海の恋人

重篤

事務局全壊。バックアップデータおよび道
具類保管場所（副理事長宅）全壊により、
全データ、道具類消失。海辺の活動拠点（宿
泊場所として借用していた古民家）全壊。
環境教育事業で使用する全船舶消失。
事務局機能を復活させ、被災地の子どもを
対象とした宿泊型の体験学習を計画してい
る。また、被災者と被災地支援団体を繋げ、
支援団体の横の繋がりをつくり、有効で無
駄の少ない支援活動を展開する。

■ 震災復興シンポジウムを開催
3 月 11 日に東日本を襲った大地震と大津波は、目を覆うば
かりの惨状を東北地方にもたらすこととなった。また福島県で
発生した原発事故は、関係者の必死の努力にもかかわらず、い
まだ終息に至らず、近隣住民をはじめ、多くの人々にもどかし
く不安な生活を強いることとなっている。その一方で、日本全
国で温かい支援の輪が広がり、ボランティア活動も活発化する
とともに、現地では復興の槌音も響き始めている。
国連大学サステイナビリティと平和研究所（UNU-ISP）では、
農林水産省、環境省とともに、そうした前向きな歩みを進めて
いる被災地の人々へエールを送ろうと、5 月 22 日（日）に「震
災復興支援シンポジウム」を開催した。
シンポジウムでは NPO 法人「森は海の恋人」の代表として、
畠山重篤氏を迎えたが、畠山氏は「あの災害に遭遇しながら、
地元の人間は誰も海を恨んでいない。再び海とともに生きる覚
悟」と復興への力強い思いを披瀝した。講演に続くパネルディ
スカッションでは、生物多様性や農林漁業の振興など、多様な
観点から 震災復興と地域の再生を議論した。

■ 震災写真展を開催

団体名

仙台いぐね研究会

代表者氏名

小金澤

所在地

仙台市青葉区荒巻字青葉
金澤研究室

活動内容

仙台平野に広く分布する人工的な里山であ
る居久根（屋敷林）を活用した環境教育や
サステイナビリテイー教育の体験学習を行
なってきた。

被災状況

活動拠点である仙台市、名取市の農地は津
波の被害を受け、米づくりができなくなっ
ている。体験学習用水田も津波の被害を受
け、瓦礫が山のように流れ着いた。

今後の復興計画

名取市大曲集落との協働で行なっている水
田の瓦礫撤去と除塩植物（ひまわり）の栽
培実験を継続していく。また夏のいぐねの
学校を開催し、子どもたちに田んぼの復興
学習を体験してもらう予定。

孝昭
宮城教育大学小

写真ギャラリー「記憶」を開催した。同展示は、上記 5 月 22
日の震災復興シンポジウムでも行われたが、日本経済新聞社編
集局の協力を得て、同社写真部の記者が 3 月 11 日の災害直後
から被災地に入り、現地の混乱や被災者の表情を写し取った
数々の写真を展示したものである。目をそむけたくなるような
惨状、被害の大きさを物語る一変した光景、大切な家族を失っ
た人々の打ちひしがれる様子、必死で救助にあたる警察官や自
衛隊員、懸命に生きようとする人々の姿と希望の灯．．．記者が
体験した被災者との心打たれる触れ合いを綴った取材メモもあ
わせて紹介され、浮き彫りになった被災地の「その時」に、涙
をぬぐう来場者も見られた。

■ 東北再生の未来図を描く
国連大学サステイナビリティと平和研究所 (UNU-ISP) と多摩
大学研究開発機構は、6 月 25 日と 26 日に、
「東北再生の未来
図を描く‐子供のために 社会貢献ネットワークと持続的開
発のための長期パートナーシップづくりに向けた会議とワーク
ショップ」と題する公開イベントを開催した。
この イベントは、政府・NPO・企業等のパートナーシップ
が教育現場と手を携え、東北の再生プロセスの共通ビジョン

い悪夢に違いないが、心ならずも命を閉ざされた犠牲者の無念
を想い、勇気ある一歩を踏み出すために、しっかりと記憶にと

（未来像）を創造する機会となることを目的とした。被災者・
NPO・企業等の代表者によるパネル・ディスカッションに続き、
メンタルマッピングのツールとしての Google マップのデモン

どめておくべきものがあることも確かである。
国連大学ビル 1F 脇にある地球環境パートナーシッププラザ
（GEOC）では、5 月 24 日から 30 日まで、東日本大震災関連

スト レーション、また被災コミュニテイと官民パートナーの
協働を促す指針作りに向けたグループ単位での分科会とワーク
ショップが行われた。

多くの人々にとって、大震災の災禍は一刻も早く忘れ去りた
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